


コープの夕食宅配　献立表・アンケート（521号）

日にち 献立 評価 献立 評価 献立 評価 献立 評価
回鍋肉 ごはん  鶏肉のカシューナッツ炒め チキンカツマスタードソース

ミニ大福（紅） ミニ大福（紅） ミニ大福（紅） ミニ大福（紅）

大根のかに風味あんかけ 回鍋肉 大根のかに風味あんかけ 回鍋肉

かぼちゃコロッケ 大根のかに風味あんかけ かぼちゃコロッケ 大根のかに風味あんかけ

小松菜と人参の煮物 小松菜と人参の煮物 小松菜と人参の煮物 小松菜と人参の煮物

わかめの酢の物 わかめの酢の物 わかめの酢の物 わかめの酢の物

ホキの洋風衣揚げ 大根葉のっけごはん 豚肉のポン酢炒め 豚肉と野菜のカレー炒め

オクラのごま風味 オクラのごま風味 オクラのごま風味 オクラのごま風味

豆腐と野菜の煮物 ホキの洋風衣揚げ 豆腐と野菜の煮物 ホキの洋風衣揚げ

山菜ごぼう 豆腐と野菜の煮物 山菜ごぼう 豆腐と野菜の煮物

ナスのチリソース　 ナスのチリソース　 ナスのチリソース　 ナスのチリソース　

もやしのナムル もやしのナムル もやしのナムル もやしのナムル

焼き鳥 ごはん  赤魚の利休揚げ 麻婆豆腐

ブロッコリーの辛子和え ブロッコリーの辛子和え ブロッコリーの辛子和え ブロッコリーの辛子和え

つみれの炊き合わせ　　 焼き鳥 つみれの炊き合わせ　　 焼き鳥

いんげんとマッシュルームの炒め物 つみれの炊き合わせ　　　　　 いんげんとマッシュルームの炒め物 つみれの炊き合わせ　　　　　

青梗菜と干しえびの中華煮 青梗菜と干しえびの中華煮 青梗菜と干しえびの中華煮 青梗菜と干しえびの中華煮

さつまいもサラダ さつまいもサラダ さつまいもサラダ さつまいもサラダ

あじのおろし煮 しそ茎わかめごはん 鶏肉の生姜焼き 肉うどん

枝豆のハニーマスタード炒め 枝豆のハニーマスタード炒め 枝豆のハニーマスタード炒め 枝豆のハニーマスタード炒め

春巻き あじのおろし煮 春巻き あじのおろし煮

ほうれん草とあげの煮浸し 春巻き ほうれん草とあげの煮浸し 春巻き

ニラたま ニラたま ニラたま ニラたま

れんこんマヨサラダ れんこんマヨサラダ れんこんマヨサラダ れんこんマヨサラダ

チーズソースハンバーグ ごはん  あじの梅煮 牛肉としめじのにんにく炒め

ひじきのサラダ ひじきのサラダ ひじきのサラダ ひじきのサラダ

野菜の中華炒め チーズソースハンバーグ 野菜の中華炒め チーズソースハンバーグ

高野豆腐の煮物 野菜の中華炒め 高野豆腐の煮物 野菜の中華炒め

ピーマンとちりめんじゃこの炒め物 ピーマンとちりめんじゃこの炒め物 ピーマンとちりめんじゃこの炒め物 ピーマンとちりめんじゃこの炒め物

カリフラワーのゆかり和え カリフラワーのゆかり和え カリフラワーのゆかり和え カリフラワーのゆかり和え

お届け日 アレルギー・カロリー・塩分
アレルギー卵・小麦

カロリー : 392kcal

塩分 :2.6g

アレルギー 小麦

カロリー : 433kcal

塩分 : 2.6g

　　　　　　　※アンケートにお寄せいただいた声は、今後各種媒体に掲載させていただくことがあります。

＜アレルギー表示＞卵・乳・小麦
熱422.0kcal  た12.9ｇ　脂9.7ｇ　炭69ｇ　カ32㎎　塩2.4ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・小麦
熱297.0kcal  た19.2ｇ　脂13.3ｇ　炭25ｇ　カ95㎎　塩5.9ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦
熱422.0kcal  た17.4ｇ　脂26.0ｇ　炭29ｇ　カ39㎎　塩3.3ｇ

12/

9
（金）

さわらのカレー竜田揚げ・豚すき焼き・大根の胡麻
ソース・オクラのおかか和え・小松菜のポン酢和え・
玉子とじ煮

ぶりのおろしソースがけ・豚肉とごぼうの実山椒炒め・
高野豆腐の煮物・じゃがいものツナ煮・茄子の味噌
煮込み・おくらのおひたし

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱400.0kcal  た20.0ｇ　脂22.3ｇ　炭28.8ｇ　カ91㎎　塩3.2ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱435.0kcal  た25.3ｇ　脂22.8ｇ　炭31ｇ　カ71㎎　塩3.3ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦

「冷凍おかず2食セット」（火曜日までのご連絡で翌週金曜日からお届け）

熱583.0kcal  た21.3ｇ　脂21.7ｇ　炭73ｇ　カ48㎎　塩3.4ｇ

12/

9
（金）

12/

7
（水）

12/

8
（木）

おかずコース 弁当コース

献立

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦
熱453.0kcal  た16.0ｇ　脂6.7ｇ　炭74ｇ　カ115㎎　塩2.0ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦
熱399.0kcal  た18.9ｇ　脂12.6ｇ　炭43ｇ　カ145㎎　塩3.0ｇ

＜アレルギー表示＞　小麦
熱334.0kcal  た11.4ｇ　脂16.3ｇ　炭29ｇ　カ53㎎　塩2.9ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱502.0cal  た17.9ｇ　脂15.4ｇ　炭69ｇ　カ80㎎　塩2.4ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび

熱364.0kcal  た17.9ｇ　脂16.1ｇ　炭37ｇ　カ73㎎　塩3.6ｇ

12/

5
（月）

12/

6
（火）

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦
熱505.0kcal  た23.8ｇ　脂20.9ｇ　炭47ｇ　カ120㎎　塩2.9ｇ

＜アレルギー表示＞　小麦
熱464.0kcal  た11.5ｇ　脂14.2ｇ　炭67ｇ　カ55㎎　塩2.1ｇ

＜アレルギー表示＞　小麦
熱367.0kcal  た20.1ｇ　脂20.6ｇ　炭25ｇ　カ64㎎　塩3.6ｇ

＜アレルギー表示＞　乳・小麦
熱423.0kcal  た20.5ｇ　脂24.9ｇ　炭25ｇ　カ69㎎　塩2.6ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦
熱497.0kcal  た19.1ｇ　脂22.0ｇ　炭56ｇ　カ162㎎　塩3.7ｇ

こだわりおかずコース ボリュームおかずコース

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱490.0kcal  た26.5ｇ　脂27.6ｇ　炭32ｇ　カ86㎎　塩3.4ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱530.0kcal  た23.2ｇ　脂32.2ｇ　炭36ｇ　カ78㎎　塩3.2ｇ

＜アレルギー表示＞　卵・乳・小麦・えび
熱655.0kcal  た28.4ｇ　脂35.1ｇ　炭53ｇ　カ42㎎　塩3.5ｇ

＜アレルギー表示＞卵・乳・小麦・えび
熱350.0kcal  た18.5ｇ　脂12.9ｇ　炭41ｇ　カ115㎎　塩3.3ｇ

■■献立について■■
① エネルギー・塩分は食品成分表に基づいて

算出しています。食材・調理状況によって差

異が生じる場合があり ますので、目安とし

てお考えください。

② 食材調達の都合上、急きょ献立を変更させ

ていただくことがあります。

③ ご飯は100%国産米です。
ごはんの量：約140ｇ

④ 魚は基本骨取り魚を使用していますが、小

骨が残っていることがありますのでご注意く

ださい。

■■お願い■■

① お受け取り後は必ず冷蔵庫で保管して、配

達当日の22時までにお召し上がりください。
② 空容器は簡単に水洗いしてご返却ください。

タワシなどでこすらないでください。

今週の献立についておいしかった献立、改善してほしい点などお聞かせください。

1,140円（税込1,230円）

熱 熱量

た タンパク質

脂 脂質

炭 炭水化物

カ カルシウム

塩 塩分

栄養表示の見方

【アンケートについて】 メニュー改善に向け、評価欄〇、△、×でご評価いただき、

配達担当者にご提出お願いします。（ 〇おいしい △普通 ×おいしくない ）

■数量変更・コース変更について

■利用再開・休止、入院などの特別な事情の場合

その他お届けや商品についてのお問い合わせは
➡フリーダイヤル：0120-41-0120 （月～金 9～18時）

➡ナビダイヤル ：0570-013-570 （月～金 9～18時）
◆変更のご連絡は前週の火曜日ま

で

【全コース】

１２月７日（水）

さつまいもサラダ

ほんのり甘みのある優しい味の

さつまいもサラダです。

【こだわりコース】

１２月５日（月）

鶏肉のカシューナッツ炒め

揚げた鶏肉とれんこん、ピーマン、

カシューナッツを炒めて醤油、酒、砂糖、

オイスターソース等で味付けました。

（　　　　　）コース


